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１ 事業実施方針 

国民の生涯学習への気運が高まるなか、国及び地方公共団体はこれまで、生涯

学習社会の形成と社会教育の推進を図るため、教育基本法及び社会教育法の改正

をはじめ数多くの施策を実施してきた。一方、地方自治体をとりまく財政状況は厳しく、

効率的かつ効果的な行財政運営が求められている。 

日田市では、市民の積極的な社会教育への参画及び学習機会の充実と併せ、行

財政改革を進めるため、地区公民館の公設民営化に着手し、管理運営を平成 16 年

度から各地区公民館運営協議会に管理委託、平成 18 年度からは同協議会を指定

管理者とし、その後平成 23年度から平成 27年度までの 5年間は、本事業団が指定

管理者となり、学習機会の提供はもとより地域の特色を生かした公民館運営、住民サ

ービスの向上と併せ、より効率的で安定的な公民館運営に努めている。 

また、平成２５年度には日田市自治基本条例が制定され、その前文に「市民が自

然、歴史、文化に満ちたまちに誇りと責任を持ち、発展、次世代への継承、人権の尊

重により、みんなが幸せを感じることができる住みよい地域社会の構築を進めていか

なければならない。」、さらに「まちづくりの主体は市民である。」ことが謳われている。 

このようななか、本事業団は、運営の基軸となる公民館像を「日田市に根ざし地域

に密着する公民館」「市民に開かれ多くの市民が利用しやすい公民館」に定め、その

実現に向け、市との指定管理協定書及び同業務仕様書で示された条項を適正に実

行するとともに、本事業団の目的である市民の生涯学習活動の振興、市民参加のま

ちづくりの促進に努めるものである。 

最近、全国各地で公設公民館のコミュニティーセンターへの転換が進む傾向が見

受けられるなか、改めて地区公民館の存在意義を確認するとともに、引き続き「学び」

と「コミュニティー形成」の機能を併せ持った公民館運営を継承することが求められて
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いる。 

以上のことから、地区公民館を拠点として地域社会や時代の要請に応える事業を

次の方針のもとに実施する。 

（１）市民に開かれ、利用しやすい施設の管理運営

地区公民館の指定管理者として、利用者には迅速かつ的確な対応を行うとともに、

市民の公平な利用の確保、市民参画の推進、情報の発信、危機管理など社会的に

求められる要件を整え、市民が気軽に立ち寄れまた利用できる地区公民館及び公民

館等の管理運営を適正に行う。 

（２）生涯学習の総合的支援

子どもから高齢者まであらゆる市民が、いつでもどこでも自由に学習し、その成果

を仕事、家庭生活はもとより、ボランティアなど社会的な活動として地域や社会に生か

すことにより、社会に関心の高い市民が増え、安全で安心、快適な地域づくりやまち

づくりへと発展することが期待されている。 

このため、市民の多様な学習ニーズに応える学習機会の提供や成果発表等の一

層の充実を図り、学習情報の提供等を通じて、市民の生涯学習を総合的に支援す

る。 

（３）市民参加のまちづくり活動の支援

日田市自治基本条例の目指す地域社会の形成は、その地域に住む市民一人ひと

りが関わり、自らが創るものであるとの認識に立ち、住民が行政と協働しながら主体的

に参画することが重要である。 
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このため、地域と公民館の協働によるまちづくりを進めるなかで、公民館の学習で

育った人材及び団体の活用を図りながら、市民のまちづくり活動を支援する。 

２ 平成２７年度事業の重点 

  本事業団は、受託施設の一体的な管理と特色のある公民館の運営を目指すうえで

公民館が、 

○地域の学習拠点としての機能

○子どもから高齢者まで地域で楽しく安心して暮らせる拠点としての機能

○住民の地域づくりへの参加の促進を図る拠点としての機能

○家庭・学校・地域社会の連携の拠点としての機能

を果たすため、次の項目を重点的に実施する。 

（１）本 部

①安定的な法人運営

５年の指定管理協定期間のうち４年が経過し引き続き、理事会、評議員会、監査の

円滑な運営を図り、社会教育課等の関係機関との緊密な連携のもと、安定的な法人

運営に努める。 

②事業評価の実施

事業評価並びにその方針に基づき、公民館の施設管理及び事業を併せた公民館

の個別的かつ総合的な運営状況について自己評価及び外部評価により点検・評価

を行い、次年度以降の各公民館運営さらに事業団運営の改善に努める。 
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③調査研究の実施

事業評価の結果を事業運営に反映するため、学習分野ごとの調査研究が必要で

あり、事業運営の強い部分の伸展、弱い部分の補強について検討を行い、事業の水

準並びに質の向上に努める。これに伴い、公民館に対する市民の期待、ニーズ及び

地域の課題を把握するため市民意識調査を実施する。 

④研修事業の実施

館長、主事を対象に、講座・教室・講演会など事業の企画立案から運営実施まで

の能力向上に関する研修や、効果的な学習メニューの開発を目指した研修を実施し、

職員の資質の向上を図る。 

⑤公民館相互の共同事業及び支援体制の構築

公民館の立地要件が同様の公民館相互の連携を強化するため、規模別ブロック

（大規模・中規模・振興センター館・振興局館）毎の共同事業及び支援体制の構築を

行う。 

（２）地区公民館

①生涯学習事業の推進

市民の教養の向上、健康の増進を図る事業の推進に努める。

【学習活動】幼児期から高齢期までそれぞれの成長過程に応じた学習機会を提供

するなかで、体験事業、郷土愛を育てる事業、世代間交流を促進する事業、

家庭教育関連事業を組み込み、さらに公民館相互の交流を図るための共

同事業を行う。また、環境学習や防災など今日的課題の解決に向けた学
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習機会の提供に努める。 

   【学習成果の発表】自主学習教室に限らず各種学習活動の成果を発表する機会

の提供に努める。 

【人材の育成と活用】学習活動や自主学習教室など公民館講座・教室で学んだ

成果を様々な形で、学校や地域活動に活かす社会還元・地域貢献のシス

テムの構築と学校・地域への人材・団体の派遣に努める。

【協育ネットワークを活用した子どもの支援】公民館、地域、家庭、学校が連携し

て、学校授業への地域人材の活用を行う学校支援及び放課後のより良い

過ごし方を支援する学びの教室の推進に努める。 

【関係機関等との連携】学習内容の充実を図るため、市担当課や関係機関又は

地域団体との連携を図り、効果的な事業の実施に努める。 

②人権教育活動の推進

人権が尊重される「心豊かなまちづくり」のため、あらゆる機会を通じて市民の人権

意識の高揚に努める。人権教育活動については、継続していくことが重要であり、講

師による講義や参加体験型学習など効果的な学習方法により行い、市民が参加しや

すい学習会の実施に努める。 

③まちづくり活動の支援

地域の和を作るための取り組み、また地域の課題解決に向けた取り組みなど、地

域の特色を活かしたまちづくり事業を促進するため、地域団体との連携を図りながら

魅力的な地域づくりを進める市民参加のまちづくり活動の支援に努める。 

④情報提供の充実

上記①～③で取り組む事業の情報や地域の情報を、館内での掲示、公民館だより

の発行、ホームページはもとより、地域内の公共的施設での掲示など、あらゆる手段
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を用いて市民に情報提供の拡大に努める。 

３ 平成２７年度事業の概要 

（１）本部

①社会教育課等行政及び関係機関との連携事業の調整

・市関係課との連携に係る調整 ・県関係課所との連携に係る調整

・補助金交付団体との連携に係る調整

②全館若しくは複数館で実施する合同事業並びに相互支援体制の調整

・規模別ブロック館の合同事業並びに相互支援体制の調整

・ワールドフェスタｉｎひたの調整

③事業評価・点検に係る調整

・平成２６年度事業評価・点検の実施に係る調整

④調査研究・市民意識調査の実施に係る調整

・市民意識調査の実施に係る調整

・調査研究発表会の実施に係る調整

⑤職員研修の実施

・館長、主事の研修の実施

⑥学習機器の活用に係る調整

・タブレット端末の活用ソフトの研究

⑦ホームページの運用管理

（２）地区公民館

①幼児学習の推進：幼児向け又は親子向けの子育て支援事業等の実施

②青少年教室の推進：通年又は単発による青少年を対象とした体験活動等の青少

年健全育成事業等の実施 

7



③成人学習の推進：通年又は単発による一般の成人あるいは女性を対象としたセミ

ナー等の実施

④高齢者学習の推進：通年による高齢者を対象とした講座等の実施

⑤社会人権同和学習の推進：人権意識の高揚のための事業の実施

○公民館受講生を対象にした講座・講演

○地域住民を対象にした講座・講演

⑥家庭教育学習：家庭の教育力の向上を支援する講演会、例会等の実施

⑦環境学習：環境問題、環境保護に関する意識の高揚のための事業の実施

⑧学習成果の発表：生涯学習への意欲を高めるための学習成果発表会の実施

⑨地域連携事業の推進：地域に密着し地域の活性化を目指す事業の実施

⑩自主学習教室の推進：自主学習グループによる趣味等の講座の運営の支援

⑪情報の提供：講座、教室等の公民館情報及び地域情報の提供
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【別紙　1】　　平成27年度　公民館別の実施事業計画一覧　　　※平成27年度新規事業はゴシック体で表示
Ⅰ ⅠⅤ

幼児学習
（回数）

青少年教育
（通年・回数）

子ども関連事業
（単発･回数）

成人教育
（通年・回数）

成人教育
（単発）

高齢者教育
（回数）

社会人権
同和教育

社会人権
同和教育
（※再掲）

1 咸宜 13 9,258 ⑤咸宜っ子体験教室（15回） ⑥成人セミナー（9回）
⑦パソコン・デジカメ講座
　・パソコン初級講座（5日間）
　・デジカメテクニック講座（5日間）

⑧寿考教室（8回） ⑨町内人権学習会（8回）
※咸宜っ子体験教室（1回）
※成人セミナー（1回）
※寿考教室（1回）

2 桂林 6 4,698 ⑤チャレンジスクール（12回）
⑥放課後子ども塾（14回）
⑭サマープロジェクト（10回）

⑦成人セミナー（8回）
⑨桂林サポート隊（5回）

⑧パソコン教室（5日）
⑩寿考教室　（8回）
⑪熟年まなび塾（20回）

⑫人権学習会（9回）
※成人セミナー（1回）
※寿考教室（1回）

3 日隈 11 4,188 ⑤ひのくまＳＳＴ倶楽部（13回） ⑥日隈っ子なつの体験教室（4回） ⑦成人セミナー「遊・ライフ塾」（9回） ⑧パソコン教室（5日）×2
⑨高齢者セミナー「シニアチャレンジ塾」（9回）
⑩ひのくま「すずめの楽公」（12回）×5箇所

⑪町内人権学習会（5回）
自治会長・町内人権啓発推進員合同会議

※ひのくまＳＳＴ（1回）
※シニアチャレンジ（2回）
※遊ライフ塾（2回）

4 若宮 8 3,525
⑤椋の木体験（15回）
⑥若宮放課後子ども広場（月2回）

⑦女性セミナー（11回）
⑧男の料理教室（5回）

⑨パソコン教室（5日×2回）
⑩郷土史講座（1回）
⑪平和の集い（1回）

⑫寿光会（11回）
⑬町内人権学習会（8回）
人権推進員会議（1回）

※椋の木体験教室（1回）
※女性セミナー（1回）
※寿光会（1回）
※自主学習教室開講式（1回）

5 三芳 10 5,999 ⑤コスモスっ子教室（12回）
⑥わんぱく教室（1回）
⑦陸上教室（4回）
⑧子ども料理教室（3回）

⑨成人セミナー（8回）
⑪三芳の歴史を学ぼう（8回）

⑩パソコン教室（7日×2回） ⑫三芳・求来里高齢者教室（6回）
⑬三芳人権プラザ（3回）
⑭町内人権学習会（10回）

※コスモスっ子教室（1回）
※自主学習教室（1回）

6 高瀬 12 4,158 ⑤高瀬みどりの少年団（17回）
⑦女性セミナー（9回）
⑧男の料理教室（11回）

⑩シルバー大学（6回）
⑪認知症予防事業（適宜）

⑨町内人権学習会（12回）
町内人権啓発推進員合同会議（1回）

※シルバー大学（1回）

7 光岡 10 8,609 ⑦光岡ヒカリっ子塾（9回）
⑧夏休み子ども絵画教室（5日）
⑨夏休み学びの教室（5日）

⑪光岡女性セミナー（8回）
⑫男の厨房（8回）

⑬初心者IT教室（9日） ⑭光岡老人大学（6回）
⑯光岡人権学習会（11回）
人権推進協議会

※ヒカリっ子塾（1回）
※女性セミナー（1回）

8 朝日 6 1,998

⑥あさひチャレンジ倶楽部（10回）
⑦あさひふるさと探検隊（7回）
⑧中学生サポーター
⑨あさひＴ＆Ｆ（50回）

⑩あさひレディースセミナー（6回）
⑫男の料理塾（4回）

⑪パソコン教室（6回）
⑬朝日大学（6回）
⑲めだかの学校（6町内×3～12回）

⑭出張人権学習会（6回）

9 三花 9 4,760 ⑤平成「三花咸宜園」（19回）

⑥みはな女性セミナー（9回）
⑦男の料理教室（8回）
⑨三花風土記を学ぶ会（8回）
⑩成人学級（4回）

⑪文化講演会（1回）
⑫暁大学（7回）
⑬すずめの学校
　（本校4回・分校9か所で毎月開催）

⑭人権学習（10回）

10 西有田 12 3,057
⑤わんぱく教室（19回）
⑥ありた陸上教室（65回）

⑦ありた水泳教室（10日）
⑧キックベース大会（1回）
⑨親子レクリエーション（1回）

⑪遊食教室（11回）
⑫彩食教室（11回）
⑬女性セミナー（11回）
⑭名木・名水めぐり（5回）

⑩パソコン教室（5日×2回）
⑮文化・歴史探訪ツアー（1回）
⑯成人セミナー（1回）

⑰老人大学（5回）
⑱ウォーキング教室（9回）
⑲にこにこ学級（12回）

⑳人権学習会（12回）
推進員打合せ会（1回）

※老人大学（1回）

11 東有田 9 1,872
⑤ムクの樹体験倶楽部（12回）
⑥ありた陸上教室（65回）

⑦ありた水泳教室（10日）

⑧成人セミナー（5回）
⑨男の料理教室（A）（5回）
⑩男の料理教室（B）（7回）
⑪女性の料理教室（5回）
⑬郷土史調査研究講座（4回）

⑫パソコン教室（5日×2回）
⑭ふるさと再発見事業（1回）
⑮国際交流事業（1回）
⑯人財バンク登録事業

⑰生きがい大学（3回）
⑱めだかの学校（12回）
⑲世代間交流グランドゴルフ大会（1回）

⑳町内人権学習会（9回）
人権推進委員、公民館利用者に向けて（1回）

12 小野 4 929 ⑤チャレンジ教室（17回）
⑥夏休みだ！公民館に行ってみよう
　（夏休み期間）

⑧成人セミナー（9回）
⑩小野リーダー養成講座（3回）

⑨パソコン教室（10回） ⑭こととい大学（10回） ⑮小野地区人権学習（4回）
※成人セミナー（1回）
※こととい大学（1回）

13 大鶴 7 1,533 ⑤大明チャレンジ教室（13回）
⑥泳ぎが苦手な児童対象の水泳教室（5日間）
⑦通学合宿（3泊4日）

⑧女性セミナー（5回） ⑨成人セミナー（4回） ⑩寿大学（5回） ⑪町内人権学習会（7回）
※女性セミナー（1回）
※寿大学（1回）

14 夜明 3 1,013 ⑤大明チャレンジ教室（13回）
⑥水泳教室（5日）
⑦通学合宿（3泊4日）

⑨男の料理教室（3回）
⑩男の料理教室ビギナーズ（4回）

⑧料理教室（2回）
⑪パソコン教室（5日）
⑫ふるさとの歴史学習会（2回）
⑬みかづきプラス研修（4回）

⑭夜明寿大学（7回）
⑮夜明認知症予防教室指導者養成講座

⑯自治会人権学習会（3回） ※老人大学（1回）

15 五和 8 2,689 ⑤ごわチャレンジ教室（21回）
⑥女性セミナー（9回）
⑦いとまごい（10回）
⑨ごわ成人教室（20回）

⑧パソコン教室（5日×1回） ⑩ごわ元気な幸齢者（28回） ⑫町内人権学習会（10回）
※ごわ地域活性化事業（1回）
※女性セミナー（1回）
※ごわチャレンジ教室（1回）

16 前津江 4 1,093 ⑤キッズイングリッシュ（12回）

⑦前津江チャレンジ教室（14回）
⑧まえつえジュニア倶楽部（17回）
⑩まえつえジュニアリーダーズ
　（必要に応じ随時）

⑥演劇鑑賞会（1回）
⑨チャレンジ水泳教室（4回）

⑪成人セミナー（3回）
⑫女性セミナー（6回）
⑬男の料理教室（3回）
⑭柚木緑水塾（3回）
⑯ふるさと講座（4回）

⑮パソコン教室（5回）
⑰幸齢者学級（6回）
⑱めだかの楽公（12回）

⑲地区人権学習会（4回）

※前津江チャレンジ教室（1回）
※まえつえジュニア倶楽部（1回）
※成人セミナー（1回）
※幸齢者学級（1回）

17 中津江 4 900 ⑤リトミックと子育てのお話（4回） ⑥中津江っ子クラブ（14回）
⑧いろいろチャレンジ教室（10回）
⑨料理教室（7回）
⑩スイーツ教室（7回）

⑪寿学級（10回） ⑫人権学習会（5回） ※自主学習教室（1回）

18 上津江 4 902 ⑤保育園講演会（4回） ⑥上津江ジュニアチャレンジ（9回）
⑧女性セミナー（6回）
⑨男の料理教室（3回）
⑩巨木・銘木探訪（3回）

⑪たかさご学級（15回）
⑫町内人権講演会（4回）
上津江町人権講演会（1回）

※たかさご学級（1回）
※女性セミナー（1回）
※ジュニアチャレンジ（1回）

19 大山 8 2,925
⑤キッズイングリッシュ
　（12回×3保育所）

⑥大山っ子チャレンジ教室（10回）
⑦大山音楽教室（12回）

⑧子ども体験教室（4回）

⑨男の料理教室（8回）
⑩女性セミナー（7回）
⑪成人セミナー（7回）
⑬若者のつどいしゃべり場!!（6回）

⑫パソコン教室（4日間×1回）
⑭いきいき大学（6回）
⑮すずめの学校（12回）

⑯各自治会人権学習会（8回）
※女性セミナー（1回）
※成人セミナー（1回）
※大山っ子チャレンジ教室　（1回）

20 天瀬 16 5,209 ⑤ｔｅａｍあまがせ（10回） ⑥女性セミナー（8回）
⑦成人セミナー（2回）
⑨パソコン教室（4日×3回）

⑨寿学級（36回）
⑩サークル笑顔（24回）

⑪地域人権学習会（6回） ※寿学級（8回）

4館 20館 11館 20館 17館 20館 20館 17館

4事業 29事業 20事業 51事業 28事業 33事業 21事業 （38事業）

Ⅴ

事業実施予定数集計

公民館
自治
会数

人口
（人）
H27.1.31
現在

Ⅱ Ⅲ
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【別紙　1】　　平成27年度　公民館別の実施事業計画一覧　　　※平成27年度新規事業はゴシック体で表示

1 咸宜 13 9,258

2 桂林 6 4,698

3 日隈 11 4,188

4 若宮 8 3,525

5 三芳 10 5,999

6 高瀬 12 4,158

7 光岡 10 8,609

8 朝日 6 1,998

9 三花 9 4,760

10 西有田 12 3,057

11 東有田 9 1,872

12 小野 4 929

13 大鶴 7 1,533

14 夜明 3 1,013

15 五和 8 2,689

16 前津江 4 1,093

17 中津江 4 900

18 上津江 4 902

19 大山 8 2,925

20 天瀬 16 5,209

事業実施予定数集計

公民館
自治
会数

人口
（人）
H27.1.31
現在

ⅠⅩ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ

家庭教育
家庭教育
（※再掲）

環境教育
環境教育
（※再掲）

国際理解
国際理解
（※再掲）

学校支援 公民館まつり
自主学習教

室
ふるさとまつり まちづくり事業

⑩子育て支援講座（2回） ※成人セミナー（1回） ※咸宜っ子体験教室（1回） ⑪学校支援（2回）
⑫ふれあいまつり
（1回）

⑬自主学習教室
（33教室）

⑭すずめの学校（24回）
⑮自治会・老人会教養講座（2回）

6

⑬家庭教育講演会（1回） ※チャレンジスクール（1回）
⑮自主学習教室
（26教室）

⑯ふれあい祭り
（1回）

6

⑫子育て応援学級（1回） ※学校支援（講演会1回）
⑬キレイキレイ大作戦
（2回）

学校支援（三隈川サミット）（1回） ※ひのくまＳＳＴ倶楽部（1回）

⑭学校支援
・講演会（1回）
・授業支援
・三隈川サミット（1回）
・平和学習（2回）

⑰日隈公民館まつり
（1回）

⑱自主学習教室
（20教室）

⑳親善マレットゴルフ大会（1回） 6

⑭家庭教育事業（2回）
⑮子育て応援講座（12回）

※椋の木体験教室（1回） ⑯学校支援事業
⑰若宮公民館まつり
（1回）

⑱自主学習教室
（18教室）

⑲地域づくり講座（2回） 12

⑮家庭教育講演会（1回）
⑯子育て応援講座（2回）

※コスモスっ子教室（1回） ※コスモスっ子教室（1回） ⑰学校支援事業
⑱自主学習教室
（22教室）

⑲認知症サポーター養成講座（2回） 12

⑫子育て支援講座（2回）
⑬家庭教育講演会（1回）

※高瀬みどりの少年団（5回） ※高瀬みどりの少年団（1回） ⑥学校支援事業（適宜）
⑭自主学習教室
（24教室）

⑮高瀬三世代ふるさと祭り
（1回）

⑯淡窓ウォークｉｎたかせ（1回）
⑰高瀬ふるさと学（6回）

12

⑤子育て講演会（1回）
⑩「家読のすすめ」推進事業

※光岡ヒカリっ子塾（1回） ⑥学校支援協育事業（25回）
㉑自主学習教室
　（25教室）

⑰男の居場所（12回）
⑮光岡すずめの学校（12回）
⑲光岡史跡探訪ウォーキング（1回）

7

⑤家庭教育講演会（1回）
※あさひチャレンジ倶楽部（1回）
※あさひふるさと探検隊（1回）

⑮国際交流
（1回）

※あさひチャレンジ倶楽部（1回）
⑯自主学習教室
（8教室）

⑰あさひふるさとまつり
（1回）

⑱あさひ体験教室（1回）
⑲めだかの学校

12

⑮青少年健全育成大会（1回）
⑯家庭教育講演会（1回）
⑰子育て支援（3回）

⑱花いっぱい運動
（8回）

※平成「三花咸宜園」（1回） ⑲学校支援（2回）
⑳自主学習教室
（15教室）

㉑みはなふるさとまつり
　（1回）

㉒出会い応援事業（2回）
㉓まちづくりグループ（4回）
㉔自治公民館活動（13回）
㉕壮年会等連絡会・女性連絡協議会（4回）
㉖日田往還石坂石畳道ウォーキング大会（1回）

6

㉒子育て支援（3回）
㉑教育講演会（2回）

※名木・名水めぐり（5回）
※わんぱく教室（1回）
※女性セミナー（1回）

※わんぱく教室（1回）
㉓自主学習教室
　（8教室）

㉔西有田まつり
　（1回）

㉕西有田の歴史を学ぶ会（12回）
㉖世代間交流グラウンドゴルフ大会（1回）

12

㉑子育て支援事業（2回） ※ムクの樹体験倶楽部（1回）
⑮国際交流事業
（1回）

※ムクの樹体験倶楽部（1回）
㉒学校支援事業（3回）

㉓自主学習教室
　（11教室）

㉔ふるさとまつり
　（1回）

7

⑫家庭教育講演会（1回） ※チャレンジ教室（1回）
※チャレンジ教室（1回）
※小野小学校との連携（1回）

⑦小野小学校との連携
⑬自主学習教室
（5教室）

⑯小野ふる里ふれあい祭り
（1回）

⑰まちづくり協力隊（5回） 12

⑫子育て応援講座（3回） ※大明チャレンジ教室（2回） ※大明チャレンジ教室（1回）
⑬大鶴公民館まつり
（1回）

⑰自主学習教室
（14教室）

⑯大鶴ふるさと祭
（1回）

⑭ウォーキング大会（1回）
⑮静修そばうち道場（7回）

12

⑰子育て支援講座（1回） ※大明チャレンジ教室（1回） ※大明チャレンジ教室（1回） ⑱学校支援
⑲自主学習教室
（3教室）

⑳夜明ふるさと祭り
（1回）

㉑ＴｅａｍＡｃｔ夜明～まちづくり活動～
㉒地域活動団体支援
㉓東日本大震災被災地応援活動

7

⑪家庭教育・子育て支援（6回）
※ごわチャレンジ教室（4回）
※ごわ地域活性化事業（2回）

※ごわチャレンジ教室（1回）
※ごわ地域活性化事業（1回）

※ごわ元気な幸齢者（1回）
⑮自主学習教室
（25教室）

⑬ごわ地域活性化事業（45回） 12

⑳家庭教育講演会
※前津江チャレンジ教室（3回）
※まえつえジュニア倶楽部（3回）
※まえつえジュニアリーダーズ（1回）

※キッズイングリッシュ（12回）
※前津江チャレンジ教室（2回）
※まえつえジュニア倶楽部（2回）

㉑学校支援
㉒公民館まつり
　（1回）

㉓自主学習教室
　（13教室）

㉔あいさつ運動（11回）
㉕スポーツ交流会

6

※リトミックと子育てのお話
（2回）
※津江小・津江中教育講演会
（1回）

⑲自然体感交流
（9回）

※中津江っ子クラブ（7回） ※中津江っ子クラブ（1回）
⑦津江小・津江中教育講演会
（4回）

⑬公民館教室発表会
（1回）

⑱自主学習教室
（11教室）

⑭映画上映会（1回）
⑮コンサート（3回）
⑯歩こう走ろう会（1回）
⑰地域を考える会（1回）
⑳ミニギャラリー
㉑農業体験ツアー（2回）

12

※巨木・銘木探訪（3回）
※ジュニアチャレンジ（1回）

※上津江ジュニアチャレンジ（1回） ⑦小中学校講演会（4回）
⑭上津江公民館フェスティバル
（1回）

⑬自主学習教室
（15教室）

⑮上津江スポーツ大会（3回）
⑯地域を考える会（1回）
⑰農業体験ツアー（2回）
⑱津江弁活性化企画
⑲上津江産業文化祭

12

⑰家庭教育支援（1回） ※大山っ子チャレンジ教室（1回）
※大山っ子チャレンジ教室（1回）
※若者のつどいしゃべり場!!（1回）
※いきいき大学（1回）

⑱学校支援
⑲第11回大山公民館まつり
（1回）

⑳自主学習教室
（全27教室）

6

⑫家庭教育講演会（1回）
⑬環境学習会
（1回）

※ｔｅａｍあまがせ（1回）
※女性セミナー（1回）

※輝こう！あまがせ（回数未定） ⑭学校支援
⑮あまがせ公民館まつり
（1回）

⑯自主学習教室
（37教室）

⑰輝こう！あまがせ
⑱あまがせ笑楽康

5

18館 2館 4館 17館 2館 19館 16館 9館 20館 9館 17館 20館

25事業 （3事業） 3事業 （25事業） 2事業 （25事業） 15事業（1事業） 9事業 360教室 9事業 41事業 182回

ⅤⅠ ⅤⅡ ⅤⅢ

広報
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